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通信通信通信通信 9999    

    

「「「「人人人人としてのとしてのとしてのとしての尊厳尊厳尊厳尊厳をををを取取取取りりりり戻戻戻戻すすすす闘闘闘闘いいいい」」」」をををを支援支援支援支援するするするする会会会会    

    

判決判決判決判決：：：： 4 月 27 日（火）午後 1時 10 分から、鳥取地方裁判所 

 2008年 8月の提訴以来 8回の口頭弁論を経て、いよいよ 4月 27日午後 1時

10分より、判決が言いわたされます。 

 この「判決」が、今後の精神医療にかかわる者の姿勢を決定する大きな出来

事になるかもしれません。できるだけ多くの方に来ていただきたく思います。 

 判決の詳細は、閉廷後、「判決書」を受け取りその内容を確認しなければなり

ません。「判決書」を踏まえた上で、大田原弁護士から解説をいただきながらの

支援者集会を予定しています。時間の許す限りそちらの方にもご参加ください。    

    

第第第第八八八八回口頭弁論回口頭弁論回口頭弁論回口頭弁論    報告報告報告報告    

1月 27日、「証人尋問」が行われました。寒い中、たくさんの方に駆けつけて

いただいて感謝を申し上げます。被告側も含めて、当日は傍聴席が満席の状態

でした。そんな中で、7人の証人が次々に証言台に立ちました。朝の 9時半から

夕方の 5 時までの長い 1 日でした。でもその長さを感じさせない緊張の時間を

過ごしました。 

全体の感想としては、一言でいえば、「爽快」そのものでした。大田原弁護士

も、「ほぼこちらの狙い通りに目的が果たせました」と裁判後の支援者集会で話

されていました。以下、それぞれの証人の証言を簡単に述べておきます。 

    

1111．．．．畑畑畑畑    都都都都（（（（被告被告被告被告    明和会明和会明和会明和会・・・・看護師看護師看護師看護師））））            

事件当日（2007年 1月 31日）、橋本さんが、朝、救急車で明和会渡辺病院に

搬送されたときから、夜、医療センターに転送されたときまでの、両病院での

様子を知る証人。明和会渡辺病院内においては、渡辺医師が主張している、「当

日の橋本さんの症状を見て、自らで自らの命を本気で断つような状況でなかっ

た」、「本人が治療を受けたくないといっている以上、なんらの治療を施すこと

は無理であったから、医療センターへ送った」という「事実」確認のため、渡

辺医師とは別に彼女から事情を聞いた。治療放棄の事実がなかったか？又、医

療センター内においては、渡辺病院と松島医師との間で、いかなる連携がなさ

れていたのか？松島医師は医療保護入院に関する判断、手続きをいつごろ、い
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かにして決断したか？  

2.2.2.2.    佐佐佐佐々々々々木木木木    俊夫俊夫俊夫俊夫（（（（原告原告原告原告のののの父親父親父親父親））））        

主に、医療保護入院手続きに関する尋問。松島医師からなんらの詳細にわた

っての説明がなかった。事務職員から事務的書類として他の幾枚かの書類の中

の 1枚として医療保護入院の同意書が手渡された。それも退院時に。 

3.3.3.3.    長本長本長本長本    優介優介優介優介、、、、    4.4.4.4.    田中田中田中田中    美智子美智子美智子美智子（（（（いずれもいずれもいずれもいずれも、、、、医療医療医療医療センターセンターセンターセンター・・・・看護師看護師看護師看護師））））    

長本証人は当時医療センターの看護師、現在は他の施設に勤務。女性患者（橋

本さん）に対する「おむつ交換」を誰がしたか？この二人が当日は一緒にいた

のにもかかわらず、長本は、「当日の橋本さんのケースは覚えていない」の一点

張り。「覚えていない」ことを「覚えている」彼の証言が異様に印象に残ってい

る。 

5.5.5.5.    橋本橋本橋本橋本    容子容子容子容子（（（（原告原告原告原告））））    

被告側弁護士との反対尋問の際のやり取りが圧巻であった。傍聴席の僕の隣

に座っていた被告医療センターの関係者が、「オイ、オイ、弁護士、もっとしっ

かりしてくれよ」と悔しがっていた。丁度このあたりから裁判官の顔色が、「裁

判全体をなめていたような雰囲気から緊張した顔つき」に変わっていった。反

対尋問をする被告側両弁護士の質問は終始受身であった。 

6.6.6.6.    渡辺渡辺渡辺渡辺    憲憲憲憲（（（（被告被告被告被告    明和会代表明和会代表明和会代表明和会代表・・・・医師医師医師医師））））        

主に、原告の当日置かれていた症状を的確に認識していたか？自殺までする

危険性をいかに認識していたか？医療センターへの申し送り事項が的確に行わ

れていたのか？いかにも落ち着いて証言をしている風に見せかけても、「長い間

彼を主治医として信頼してきた原告橋本さんに対して、なんの治療も施さず、

それどころか、彼女の前から姿を消し、適格な申し送り事項もないままに他の

病院に送った」客観的事実は否定しようがない。 

7.7.7.7.    松島松島松島松島    嘉彦嘉彦嘉彦嘉彦（（（（被告被告被告被告    医療医療医療医療センターセンターセンターセンター・・・・医師医師医師医師））））    

医療保護入院手続きをきちんとしたのか？渡辺医師からの指示が来る前に既

に、医療保護入院を決定していなかったのか？詳細な証言は省くとして、彼の

証言を聞いての全体的印象は、すぐにでも彼の病院に行って、入院患者はもち

ろん、通院患者にそんな病院に行くのはすぐにやめなさいといってあげたい気

持ちになった。渡辺医師との間に、「医療保護入院」が約束されており、手続き

もろくすっぽ取らずに橋本さんを入院させた、この事実が疑いようもないこと

がわかった。 

 

最後に、裁判官の反応に関して述べると、証言が進むに連れて、みるみる顔

の表情が変わってきた。今までの「無関心」の顔とははっきり違う顔を見せて

いた。    
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当日傍聴当日傍聴当日傍聴当日傍聴にににに来来来来てててて下下下下さったさったさったさった支援者支援者支援者支援者からのからのからのからの感想感想感想感想    

    

小倉一博小倉一博小倉一博小倉一博（（（（フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム八頭八頭八頭八頭    会長会長会長会長））））    

 裁判のやり取りを聞きながら、障がい者の立場や思いを裁判という極端な状

況でどれだけ思いやれるのだろう、どうすれば真実に近づけるのだろうと考え

ていました。裁判のやり取りの中で、思い込みや固定観念からではないかと思

うような場面が気になりました。 

 

森木美紀子森木美紀子森木美紀子森木美紀子（（（（フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム八頭八頭八頭八頭    人権教育部部長人権教育部部長人権教育部部長人権教育部部長））））    

 橋本さんの裁判に行ってきました。朝から夕方まで丸一日かけて行われまし

た。事件の発端から病気への理解、医療現場の現状などとてもわかりやすい流

れでした。 

 医療現場だから起こった･･･というより、どんな場面でも形を変えて起こって

いることだと思いました。どの場面、どんな立場であっても･･･自分がしている

ことは自分が受けて嬉しいか悲しいか･･と考えれば、結果は随分と違ったので

はないかなぁ･･･と感じています。 

 今回は、民事ということの裁判ですが･･、今後、私たちの中の誰かは刑事事

件の裁判に裁判員として立ち会うことになるでしょう。 

 そんなことも考えながら･･･とても興味深い裁判だったと思います。 

 言葉は過去形になってしまいましたが、判決はまだ出ていません。仮に原告

に有利な判決が出たとしても、人間の尊厳を考えると、全てが解決するもので

もありません。 

 社会全ての考え方見方が変わらなければ何らの解決とはいえません。 

    

小宮山聖美小宮山聖美小宮山聖美小宮山聖美（（（（フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム八頭八頭八頭八頭    事務局事務局事務局事務局））））・・・・支援支援支援支援するするするする会会会会    鳥取県東部連絡窓口鳥取県東部連絡窓口鳥取県東部連絡窓口鳥取県東部連絡窓口    

 今回の公判は、一日かけて証人喚問を行うというものでしたが、看護師・医

師の患者に対する意識が透けて見えたように感じ、恐怖感さえ覚えました。患

者は人ではなく、罵倒してもぞんざいに扱ってもわかりゃあしないんだと言っ

ているように聞こえたこの意識はまさに、私たちの社会の中に根付く、精神障

がいをもつ方々に対する意識の反映であり、次回判決の提示する意味は大きい

と感じます。 

    

高木宣子高木宣子高木宣子高木宣子（（（（フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム八頭八頭八頭八頭    人権教育部副部長人権教育部副部長人権教育部副部長人権教育部副部長））））  

 （裁判傍聴は）これで二回目ですが、やっと証人喚問を聞けると期待したも

のの、看護師（長本）の「橋本さんを知らない」のことばに不信感が拭えなか
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った。こんなに食い違って、どうなるん。という感じ。 

 

松田明子松田明子松田明子松田明子（（（（鳥取県精神障害者家族会連合会鳥取県精神障害者家族会連合会鳥取県精神障害者家族会連合会鳥取県精神障害者家族会連合会々々々々員員員員））））    

 もう少し証人尋問の時間がほしかったと思いました。 

医療者と患者との力関係…まざまざと感じました。人間としての人権、人と

しての尊厳とは何だろう…？ 

 被告側証人の一人一人、特に看護師さんに対してはいいかげん…としか思え

ませんでした。治療に対する以前からの固定観念から、今回のことは起こった

ことではないかと思えました。 

 これから先、医療を受ける人たちにとって納得のいく診療の受けられるきっ

かけになる場を、又、医療者側には考えてもらう場を、与えてくれたと思って

おります。精神科と人権は切りはなして考えてはいけません。精神科を今まで

以上に納得して安心して、受診できるようになることを願っております。 

 

若月若月若月若月    好好好好    ・・・・    支援支援支援支援するするするする会会会会    呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ人人人人    

今回の口頭弁論で、患者側の気持ちと医療のずれが大きく実感として感じ取れ

た思いです。医療に患者の人権があるのだろうか。特にお父様（ご家族）の医

療に対する信頼を医療はあっさり裏切っていたような印象です。 

橋本さんが「虫けらのように」とおっしゃるお気持ち、痛いほど感じます。

互いに納得できる医療を今後願わずにはいられませんでした。精神科は心の病

気で心の治療だと信じたかったです。 

 

原告原告原告原告    橋本橋本橋本橋本容子容子容子容子さんからのさんからのさんからのさんからのメッセージメッセージメッセージメッセージ    

    まずは、この裁判を支援し、傍聴においで下さった皆々様に、心よりの御礼

を申し上げたいと思います。 

裁判を原告として闘う・・・生涯で一度も経験しない人の方が多いであろう

特異な体験を、私は、図らずもすることとなったわけですが、事件から３年、

提訴から１年半という時間の経過と共に、私がこの経験を通して感じたことの

一つをご紹介することで、お礼とご挨拶に代えさせて頂きます。 

 

この事件によって、私は、心に深い傷を負い、当然、私を虫けら扱いした者

たちを恨み、憎み、呪いました。心の中には激しい憤りと悲しみがないまぜと

なり、怨念が渦巻いていました。 

しかし、提訴にこぎ着け、裁判を闘っていくプロセスにおいて、私の心の中

では、知らぬ間にある変化が起きていたのです。 
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証人尋問の日、私は、法廷で被告側証人たちをまっすぐに見つめていました。

彼らの姿を見るのは事件以来でしたが、その時私の胸に去来したのは、怒りで

も、また、恐怖でもありませんでした。逆巻く怨念は、すでに私の心の中から

消えていたのです。あの日の私は、後で思えば自分でも意外なほど、平静で、

穏やかでした。 

ひとは差別を受けたとき、心に大きな傷を負います。傷ついた人がその傷を

乗り越えるということは、どのようなことなのでしょうか。私の激しい憎しみ

や怒りを凌駕したものは一体何だったのでしょうか。 

証人尋問の前に各証人は「陳述書」を提出します。その中で、私は、１２ペ

ージにわたる自らの「陳述書」の最後を、以下のように結んでいます。 

『尊厳を踏みつけにされた者も不幸ですが、踏みにじった者も、また、不幸

だと思います。なぜなら、他人の尊厳を冒す者はその行為によって、自らの尊

厳をもおとしめているからです。その不幸に早く気づいて欲しいと願わずには

いられません。本件被告をはじめ、精神医療に携わる人々には、今こそ、自ら

の尊厳に立ち返り、人間としての誇りに目覚め、真に誇りを持って業務に当た

る職業人となっていただきたいと思います。』 

差別と闘うということは、決して差別への報復ではないのだとわかりました。

報復は憎しみを消さない上に、憎しみの連鎖を生みます。 

差別との闘いにおける真の勝利とは、全ての人々がその魂において尊厳を獲

得し、普遍的人権の確立を実現することかもしれないと、今、感じています。 

 

訴訟代理人訴訟代理人訴訟代理人訴訟代理人    大田原大田原大田原大田原俊輔俊輔俊輔俊輔弁護士弁護士弁護士弁護士ののののコメントコメントコメントコメント    

１月２７日の丸１日をかけての証拠調べ（証人尋問・本人尋問）を終え、弁

論終結しました。この裁判を担当した代理人弁護士としては、当初から予定し

ていた狙いどおりの尋問を行うことができ、ホッとしています。あとは裁判は

判決を待つのみとなりました。 

 この証人尋問では、渡辺医師への尋問に工夫を凝らしました。通常は、相手

の陳述書に沿って時間の経過毎に誤りを指摘する方法をとりますが、今回は医

師として縊首行為を防げたのかという専門性が問題となることからその方法を

とりませんでした。最初に論点である、まず、このような行為を予見できたの

か、次に、対応の方法として他に避ける方法がなかったのかという点を確認し、

それぞれの論点についての議論を裁判官の面前で行うという方法を取りました。

被告が提出した医学文献でも今回のような症状は予見できること、以前のカル

テでも似たような状況があったこと等を利用して、証人の証言を崩すことを徹

底的に狙いましたが、結論的にも渡辺医師が保身のために医学的には嘘となる
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証言をしているという印象づけはそこそこ成功したのではないかと思います。 

 これに対して、同じ医師でも松島医師については、主尋問で鳥取医療センタ

ー側の質問で矛盾する発言をして自滅しており、こちらはその矛盾を維持する

ことで済みましたので、特段の苦労をしませんでした。 

 今回の裁判を通じて、代理人として思うことは、障がいのある人がその障が

いがあるままで人として認められ、地域で生きていくということの難しさです。

特に、精神障がい者が地域で生きるということは、障がいが目に見えづらいこ

とから一層の困難を伴います。「その独特のコミュニケーションが社会から排

除されているということから精神障がいとされている」という、社会モデルの

考え方を裁判所がどの程度前提にしてくれるかについては、まだまだ難しい状

況です。 

 判決の結果を見てみないと何とも言えませんが、このような精神障がいを持

つ人たちの今後の地域での生活の中で、心の支えとできるような一歩進んだ事

実認定なり法理論が取り出せる結果となることを裁判所には希望しています。 

    

そのそのそのその後後後後いただいたいただいたいただいたいただいたカンパカンパカンパカンパのおのおのおのお礼礼礼礼    

前回報告（通信８号）以降、以下の方にカンパをいただいております。ここ

に掲載してお礼を申し上げます。ありがとうございました。（敬称略） 

露の 新治             10,000円 

 

支援者集会支援者集会支援者集会支援者集会    案内案内案内案内    

判決の後、支援者集会を行います。大田原弁護士より、本件訴訟を総括して

頂きます。また、判決を受けて、今後の方向性を探りたいと思います。 

 

日日日日    時時時時：：：：    ４４４４月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（火火火火））））    午後午後午後午後３３３３時時時時～～～～５５５５時時時時    

場場場場    所所所所：：：：    福祉文化会館福祉文化会館福祉文化会館福祉文化会館    ３３３３階階階階    会議室会議室会議室会議室 
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「「「「人人人人としてのとしてのとしてのとしての尊厳尊厳尊厳尊厳をををを取取取取りりりり戻戻戻戻すすすす闘闘闘闘いいいい」」」」をををを支援支援支援支援するするするする会会会会・・・・呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ人人人人    

    

＜代表＞ 森島 吉美 （広島修道大学 教授） 

池内 まどか （社会福祉法人一条協会・高知県 事務局長） 

岩田 啓靖  （曹洞宗：大寧寺・山口県 住職） 

内田 博文  （九州大学 教授） 

宇都宮 富夫 （八幡浜市議会 議員） 

江嶋 修作  （解放社会学研究所 所長） 

大久保 陽一 （いのちくらしこども宍粟市民ネットワーク 代表） 

金杉 恭子  （広島修道大学 教授） 

鐘ヶ江 晴彦 （専修大学 教授） 

川口 泰司  （山口県人権啓発センター 事務局長） 

佐々木 理信 （浄土宗：真明寺・滋賀県 住職） 

志村 哲郎  （山口県立大学 教授） 

露の 新治  （落語家） 

砥石 信   （国連登録NGO 横浜国際人権センター・信州ブランチ 代表） 

富田 多恵子 （びわこ南部地域部落解放研究会 副会長） 

林   力  （福岡県人権研究所 顧問） 

福岡 安則  （埼玉大学 教授） 

山崎 典子  （浜田べっぴんの会 代表） 

山本 真理  （全国「精神病」者集団会員・ 

世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事） 

若月 好   （精神障害者当事者会「きまぐれの会」・鳥取県 民生児童主任） 

亘 明志   （長崎ウエスレヤン大学 教授） 
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